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Serve to Change Lives

〇2022年5月のロータリーレートは1ドル130円です。
〇6月10日（金）に細則改正・次年度理事選任についての
臨時総会を開催します。
〇本日の理事会で来週より出席義務停止解除が議決さ
れました。

たことに対する感謝と、ロータリアンのミコラ氏へのイ
ンタビュー記事が掲載されています。
　インタビューによれば、ウクライナには62のロータ
リークラブがありますが、占領下にある地域以外のクラ
ブは活動を続けており、具体的には病院支援や、西隣の国
と連携した人道支援、国外避難を希望するロータリアン
の家族に対する支援を行っているとのことです。ミコラ
氏自身は、40年暮らしたクリミアから2015年に妻ととも
に避難しており、“We are Ukrainians and we would like 
to stay in Ukraine.”と述べ、世界のロータリアンに、政府
に働きかけて平和を実現させてほしいと訴えています。
　相手国への非難が一切なく、政治的配慮に満ちてはい
ますが、その背後にある熱い思いが垣間見える記事です
ので、是非お読みください。

　RIの機関誌“ROTARY”2022年5月号の56頁に、ウクラ
イナでの避難民支援基金として、発刊時現在で350万ド
ル（5月のロータリーレートで4,550万円）の支援が得られ

卓  話

RAC地区副幹事　中山和樹様
「ローターアクトクラブについて」

5月6日〈第1例会〉

ラブと出合い入会しました。それまでの私は幼少期から17
年間、野球に明け暮れた生粋の野球少年でした。野球をし
ていた頃はプロ野球選手になることを夢見て、寝ても起き
ても考えることは野球のことばかりの野球中心の生活で
野球に一途に取り組んでいました。
　しかし、プロ野球選手になる夢は叶わず家業の不動産業
を継ぐことになり、社会人としての生活が始まった訳です
が、今まで野球しかしてこなかった私は家と職場を行き来
する毎日で精一杯でした。このまま不動産業を突き進めて
生きていく、そう思っていた時に出合ったのがこのロー
ターアクトクラブ。
　ここには自分と同年代の様々な業種で働く者がいたり、

　皆様、こんにちは。今年度国際ロー
タリー第2660地区ローターアクト
地区副幹事を務めております、大阪
南ローターアクトクラブ所属の中山
和樹と申します。
　私は2017年2月にローターアクトク

◆ 幹 事 報 告 ◆

◆ 会長の時間 ◆

次々週のお知らせ次々週のお知らせ次々週のお知らせ

本日の例会本日の例会本日の例会本 日 の 例 会本 日 の 例 会本 日 の 例 会

●出席報告

5月6日（第1例会）先 週 の 記 録先 週 の 記 録先 週 の 記 録

出席会員33名（内免除会員6名）
会員総数46名（同上13名）
ゲスト　  4名
ビジター  0名

ホームクラブ出席率84.61％
4月15日（第3例会）補正出席率100％（MU6名）

計37名

●ゲスト＆ビジター（敬称略）
樋口　晃（地区ローターアクト委員長）
伊藤勝彦（地区ローターアクト副委員長）
中山和樹（大阪南RAC）
チャン ティ トゥ タオ（米山奨学生）

次週のお知らせ次週のお知らせ次週のお知らせ

5月13日（第2例会）

5月20日（第3例会）

●場所
●卓話

●次年度理事会

●食膳

シェラトン都ホテル大阪　3階　志摩の間
「私の仕事を振り返って」

奥田秀行会員
　　　11：30～
シェラトン都ホテル大阪　3階　ホワイエ
＜フランス　魚料理＞

5月27日（第4例会）

●場所
●卓話

●食膳

シェラトン都ホテル大阪　3階　志摩の間
「大阪城南ロータリークラブの歴史」

南賀勝之会員
＜中国　御膳料理＞

●場所
●卓話

シェラトン都ホテル大阪　3階　志摩の間
「発泡剤について」

井上裕貴会員



会員増強にご協力を！！

真実かどうか みんなに公平か 好意と友情を深めるか みんなのためになるかどうか

〈4つのテスト〉言行はこれに照らしてから

▲奨学生と会長

▲にこにこ箱報告

れます。リーダーシップを身に付け、社会奉仕精神をもっ
た若者は、いずれ必ずロータリークラブに入会してくれる
でしょう。RACの活性化には、ロータリアンのご支援・ご協
力が欠かせません。どうぞよろしくお願いいたします。

RAC委員会副委員長　伊藤勝彦様
「ローターアクトクラブについて」

である」と定義されておりました。2019年規定審議会に
おける決議により、「RCによる提唱」が必須ではなくなり、
メンバーの年齢上限が撤廃されることになりました。現
時点で、当地区内には、25のRACがあります。5月に大阪北
梅田RACが新設されますので、今年度末には26クラブが
存在することになります。会員数は約300名で、全国の地
区でトップクラスの会員数で活発に活動しております。
②次年度地区ローターアクト委員会活動方針
　次年度地区委員会では、RIのローターアクトの方針に
関する最近の変更について学び、「ローターアクター」が
「ロータリアン」になるための成長を促すことに重点目標
を置いております。具体的には、（1）各RACに「定款」・「細
則」を整備し、RI人頭分担金負担を円滑に行うことを目指
し、（2）「ロータリー賞」（ローターアクトクラブ）の受賞を
目指して、各RACの活動を計画立案・実行の支援、（3）グ
ローバル（地区）補助金を活用した奉仕事業が企画・立案・
実施できるよう支援などを活動方針に掲げております。
③RAC活性化に向けて支援のお願い
　RACの活性化にお力を貸してください。クラブ活性化
には次の2つが欠かせません。「既存RAC会員の満足度向
上」と「会員増強」です。既存RAC会員の満足度向上のた
め、「RAC理事会」にロータリアンにぜひともご参加頂き、
さまざまな助言をして頂きたいです。ローターアクター
は、ロータリアンと関わることを楽しみにしております。
会議終了後の懇親会では、RACの事以外でも、仕事の事、
恋愛や結婚の事、いろいろなお話をしたいと希望してお
ります。理事会や懇親会を通じて、円滑な「親子関係」を築
いて頂き、既存RAC会員の満足度の向上につながります。
そして、「会員増強」です。実働の会員数が10名くらいにな
るよう、ロータリアンのお子さん、会社の若手社員の方を
入会させてください。毎年の委員会構成において、RAC適
齢期のお子様がいらっしゃる会員、懇親会で活躍頂ける
会員をRAC担当委員会に配属して頂き、RAC例会や事業に
ゲストとして入会候補者をお連れください。ロータリア
ンがRACの事業に参加し感動すれば、RACへの認識が深ま
ります。子弟や従業員をRACへ推薦し、会員増強が達成さ

　みなさまこんにちは、本年度地区
ローターアクト委員会副委員長の伊藤
勝彦と申します。所属は大阪南RCです。
①当地区ローターアクトクラブの現況
　「RACはRC提唱の下、18歳から30歳
までの若者によって構成させる組織体

将来を夢見て勉学やスポーツに励む学生がいたり、そして
今まで様々なご経験をされてきた人生の大先輩であるロー
タリアンの方々がいらっしゃったりと、今までの自分は「な
んて狭い世界で生きていたんだ」と痛感させられるととも
に、そんな方々から新鮮な情報や知識を得られるローター
アクトクラブという団体にのめり込みました。
　そして、せっかく活動するならだらだらやるよりも、第一
線に立ってよりローターアクトを楽しんでやろうと、約5
年半の在籍期間中に地区役員を三度、自クラブでも三役を
全て経験と、本当にローターアクトの楽しさを存分に満喫
しました。
　私は今年で30歳を迎えローターアクトクラブを卒業し
ますが、この団体に出合えて本当に良かったと思うと同時
に、私の人としての引き出しを増やしてくれた皆様に感謝
しております。ロータリアンの皆様には、是非ローターアク
トの例会や行事に足を運んで頂き、ご自身がこれまでの人
生でご経験されたことを生の声でお伝え頂ければ幸いで
す。ありがとうございました。

（編集担当　青野・佐伯）

5月6日（第1例会）
結婚記念日

小林（治）会員
親睦委員会の皆様、4月22日の懇親会開催にご尽
力くださり、ありがとうございました.。
樋口様、伊藤様、中山様、本日はありがとうござい
ます、よろしくお願いします。

小林（正）会員
勝島さん、大変お世話になりました。

岡部（泰）会員
奥田様、先日は大変お世話になりました。ご馳走さ
までした。

西谷会員、濱田会員、岡部（倫）会員
130回です。まずは150回目指します。

石浜会員
30回目指して頑張ります。

青野会員
RAC地区委員長　樋口君、RAC地区副幹事　中山
君、RAC委員会副委員長　伊藤君、今日はよろしく
お願いします。
RAC地区委員長　樋口様、RAC委員会副委員長
伊藤様、RAC地区副幹事　中山様、本日はフォーラ
ムよろしくお願いします。

濱田会員
他、お祝い等　10件
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